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１ 業務概要 

(1) 業務名 

美郷町水道施設情報管理システム構築業務委託 

(2) 業務の目的 

本業務は、発注者が所有する水道管路情報等を電子化し、これらの情報を地図情報と一 

元的に管理することにより、日常業務の効率化と、緊急時対応の迅速化等を図ることを目

的とし、「美郷町水道施設情報管理システム」（以下「本システム」という。）を構築するもの

である。 

(3) 業務内容 

別紙「美郷町水道施設情報管理システム構築業務委託仕様書」に定めるとおりとする。 

ただし、上記仕様書は、公募型プロポーザルの実施に当たり、本町が必要とする機能等必 

要最低限度のものを定めたものであり、参加事業者は仕様書以外の内容も含め、本町にと 

って最良となる業務提案及び見積提案をすること。 

(4) 業務履行期間 

  契約締結日の翌日 から 令和２年２月２８日 

(5) 契約方法 

公募型プロポーザル方式 
 

２ 委託契約額の上限 

契約上限額  金 ８,０５２ 千円（税込） 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

(1) 美郷町指名競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

(2) 法人格を有すること。 

(3) 過去に、元請けとして水道管路システム構築に関する業務を受注した実績があること。 

なお、水道管路システムは自社開発のソフトウェアであること。 

(4) 青森県、秋田県、岩手県に本社又は営業所を有する者であること。 

(5) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でな 

いこと。 

(6) 会社法（平成１７年法律第８６号）第５１１条の規定による特別清算開始の申立てがな 

されている者でないこと。 

(7) 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条による破産の申立（同法附則 

第３条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法による廃止前 

の破産法（大正１１年法律第７１号）第１３２条又は第１３３条による破産の申立を含む） 

がなされている者でないこと。 

(8) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て（同法附則 

第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前 

の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条の規定による更生手続開始の申立て 

を含む。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て 

がなされていない者。ただし、更生手続開始の決定若しくは再生計画許可の決定が参加申 
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込期日以前になされている場合はこの限りでない。 

(9) 本プロポーザル手続きの開始の告示がなされた日から契約締結の時までの間に国、秋

田県又は美郷町からの受注業務に関し、指名停止の措置を受けていないこと。 

(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２ 

号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）でないこと。 

(11) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以 

下「暴力団員」という。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に 

関与させていないこと。 

(12) 国際規格 ISO9001（品質マネジメントシステム）を取得しており、国際規格 ISO27001（情

報セキュリティマネジメントシステム） 若しくは JISQ27001 の認証を本社もしくは委任

先が取得している法人であること。 

(13) 建設コンサルタント登録規程に基づく建設コンサルタント登録（上水道及び工業用水

道部門）を取得している法人であること。 

(14) 測量法第55条の5第1項の規程に基づく測量業者登録を取得している法人であること。 

(15) その他、町長が不適格と認める者でないこと。 
 

４ 参加申込書の提出期限並びに場所及び方法 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおり、プロポーザル参加申込書等を提出 

するものとする。 

(1) 提出期限 令和元年５月２３日（木）午後５時まで必着 

 

(2) 提出場所 美郷町建設課上下水道班 

(3) 提出方法 持参又は郵送するものとする。郵送による場合（簡易書留郵便等、配達記 

録が残るものに限る。）は、提出期限まで必着とする。提出する封筒には 

「参加申込書在中」と記載すること。 

(4) 提出書類 

① 参加申込書（様式１） 

② 「３ 参加資格要件(3)」を証明する書類（他団体との契約書の写し等） 

③ 配置予定技術者の経歴及び実績書（様式６） 

④ 秋田県暴力団排除条例第６条の規定に基づく誓約書 (様式９) 

⑤ 返信用封筒（参加資格通知用。宛名を記入の上、必要な郵便切手を貼付すること。） 

(5) 提出部数 各 1 部ずつ 
 

５ 参加資格審査結果の通知 

(1) 通知日 令和元年５月２７日（月） 

(2) 通知内容 審査結果（参考様式 1） 

(3) 通知方法 全参加者に書面で通知する。 

(4) 結果に対する理由説明 

参加資格を有しないと認められた者は、その理由について次のとおり書面（様式は任意 

とする）で町長に説明を求めることができる。この場合において、説明を求められたとき 

は、町長は速やかに書面でその理由を説明するものとする。 

① 提出期限 令和元年５月３１日（金）午後５時まで 
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② 提出場所 美郷町建設課上下水道班 

③ 提出方法 持参または郵送 
 

６ 質問の受付及び回答 

本実施要領のほか、提出する書類に関して質問があるときは、次のとおり質問を受け付け、 

その質問に対して回答する。 

ただし、参加資格や業務提案書及び仕様書等に関する質問は、提出書類の作成に係るもの 

とし、審査（評価）に係る質問は一切受け付けない。 

(1) 受付期間 令和元年５月１６日（木）午後５時まで 

(2) 質問方法 質問書（様式第７号）にて電子メールにより送付すること。なお、メール以 

外での質問は一切受け付けない。 

送付先 E-mail アドレス  kensetsu＠town.misato.akita.jp 

(3) 回答 令和年５月２０日（月）(予定）に、質問者の名称等については伏せた上で、 

すべての質問事項に対する回答を美郷町公式ホームパージに公開する。 

美郷町公式ホームページアドレス https://www.town.misato.akita.jp 
 

７ プロポーザルの辞退 

上記４の申込後に参加申込者は、本プロポーザルを辞退するときは、辞退届（任意様式） 

を提出しなければならない。 

なお、本プロポーザルを辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取り扱いを受け 

るものではない。 

(1) 提出方法 

参加者は、辞退届(任意様式)を提出先（前項４の提出場所に同じ）へ持参または郵送（必 

着）するものとする。 

(2) 提出期限 

令和元年５月３１日（金）午後５時まで(必着) 
 

８ 業務提案書等の提出 

上記４プロポーザル参加申込書の提出後、美郷町のプロポーザル参加資格審査（書類審 

査）に合格した者のみ、提出することが出来ることとする。なお、プロポーザル参加資格 

の可否については別途その旨通知する。 

(1) 提出期限 令和元年６月１４日（金）午後５時まで 

(2) 提出場所 美郷町建設課上下水道班 

(3) 提出方法 持参又は郵送するものとする。郵送による場合（簡易書留郵便等、配達記録 

が残るものに限る。）は、提出期限まで必着とする。提出する封筒には「業 

務提案書在中」と記載すること。 

(4) 提出書類 本プロポーザルに参加する者は、別表に掲げる書類を提出すること。 

(5) 提出内容 別紙仕様書に基づき、次の内容について業務提案を行うこと。 

① 本業務に関する基本的な考え方について 

② 本業務の実施体制、業務実施フロー及び工程計画について 
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③ 提案システムの特徴について 

④ 提案システムのサンプル画面 

⑤ 提案システムの構成（ハードウェア、システムネットワーク等）について 

⑥ 個人情報保護方針、セキュリティ対策等について 

⑦ システム導入後の保守体制及び保守費用について 

⑧ その他追加提案等 

⑹ 特記事項 

① 業務提案書の提出時に追加資料の提出を求めることがある。なお、追加資料の 

提出期限は美郷町の指定した日までとする。 

② 提出された書類は、提出期限までの間、改変することができる。この場合においては、 

当該書類を一旦持ち帰り、改めて改変された書類を提出期限までに提出すること。 

③ 提出期限後における書類の差し替え及び再提出は、原則として認めない。ただし、組 

織変更等があった場合における委託業務実施体制の変更については、この限りでない。 

④ 略語や専門用語には注釈をつける等、分かりやすい文章とすること。 

⑤ 業務提案書の内容は、提案者が責任を持って履行することができる内容とすること。 

⑥ 別紙仕様書に記載のない事項であっても、提案者の判断で必要と思われる事項があれ 

ば、積極的に記載すること。この場合において、当該事項に係る経費は、参考見積額に 

含めること。 

⑦ ヒアリング時には、業務提案書の説明のほか、デモ機による説明についても行うこと。 
 

９ ヒアリング（審査会）の実施 

(1) ヒアリング日程 

令和元年６月２５日（火）（予定） 

詳細は後日通知する。 

(2) ヒアリング出席者 

出席者は５名以内とすることとする。 

(3) ヒアリング時間 

時間は６０分以内とし、その配分例は次のとおりとする。 

(準備：５分、業務提案書説明：約２０分、デモ機による説明：約２０分：質疑応答： 

約１０分、片付け：５分) 

(4) ヒアリング実施順 

ヒアリングは、業務提案書を受け付けた順に実施する。 

(5) 準備物 

ホワイトボード、プロジェクター及びスクリーンは、美郷町が用意する。なお、パソコン 

その他の機器等を使用する場合は、持参すること。 

(6) その他 

ヒアリングにおける説明は、業務提案書に記載した内容に限るものとし、説明資料の追加 

は、認めない。 
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10 審査 

美郷町水道施設情報管理システム構築業務委託プロポーザル審査委員会（以下「審査委員 

会」という）は、参加資格の審査結果を確認し、業務提案書、会社概要、実績及び見積書に加 

えて、上記９の本プロポーザルに係るプレゼンテーションを実施し、これに対して、審査委員 

会の委員は、別紙「美郷町水道施設情報管理システム構築業務委託プロポーザル審査要領」（以 

下「審査要領」という）に従い審査する。 

審査委員会は非公開とする。 
 

(1) 審査項目の概要 

① 提案内容 

・業務に対する意欲及び理解度 

・業務提案の適格性 

・業務提案の実現性 

・本町の水道施設管理における妥当性（操作性・維持管理性等） 

② 実績・体制 

・実施体制 

・受注実績 

③ 見積 

・見積価格 

(2) 委託候補者の決定方法 

① 提案者が 1 者の場合 

(ｱ)  委員会において、業務提案者に対し、審査要領に基づき業務提案書及びプレゼン 

テーションによる審査を行う。 

(ｲ)  要件を満たさない場合においては、委託契約候補者なしとする。 

② 提案者が複数の場合 

(ｱ)  委員会において、業務提案者に対し、審査要領に基づき業務提案書及びプレゼン 

テーションによる審査を行う。 

(ｲ)  最高点を獲得した者を委託契約候補者として決定し、併せて次点も選定する。 

(ｳ)  複数の同得点者が生じた場合は、それらの者のみを対象とした再審査を行い、順位 

を決定する。再審査においても複数の同得点者が生じた場合は、各委員の協議によっ 

て順位を決定する。 

(ｴ)  第 1 順位の委託候補者が契約を締結しないときは、次の者と契約の交渉を行う。 

(3) 審査結果 

① 通知日 令和元年７月１日（月） 

② 通知内容 審査結果（参考様式 2） 

③ 通知方法 全参加者に書面で通知する。 

④ 結果による理由説明 最上位に選定されなかった者は、その理由について次のとおり 

書面（様式は任意とする）で町長説明を求めることができる。この場合において、説明を 

求められたときは、町長は速やかに書面でその理由を説明するものとする。 

(ｱ) 提出期限：令和元年７月５日（金） 
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(ｲ) 提出場所：業務提案書の提出場所に同じ 

(ｳ) 提出方法：電子メールに限る。 

⑤ 審査結果に対する異議は、一切受け付けない。 
 

11 審査結果の公表 

審査の結果については、美郷町ホームページ上で公表する。公表の内容は、参加者の総数、受託候

補者の名称とする。 
 

12 契約の締結 

(1) 契約締結の交渉について 

審査の結果選定された優先交渉権者と、本業務の仕様の協議及び確認等契約締結のため 

の交渉を行う。ただし、次の①から④までのいずれかに該当する場合には、次点者と当該 

交渉を行う。 

① 優先交渉権者が、審査後に、本要領３に定める提案書提出者の要件を満たさなくなっ 

たとき。 

② 優先交渉権者との間で当該交渉が成立しないとき。 

③ 優先交渉権者が、契約の締結を辞退したとき。 

④ ①から③までに掲げる事由以外の事由により、優先交渉権者との間で契約を締結する 

ことができなくなったとき。 
 

(2) 契約締結の手続きについて 

美郷町は、美郷町財務規則(平成 16年 10 月 1日 規則第 51 号)に定める随意契約手続きに 

より、委託候補者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内であることを確認して契約を締結し、 

契約書を取り交わすものとする。 

(3) 契約の無効 

本実施要領に示した委託候補者に必要な要件を満たさない者のした契約、業務提案書等 

に虚偽の記載をした者の契約は、無効とする。 

(4) 契約者の決定方法 

美郷町財務規則第 117 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効 

な見積を行った者を契約者とする。 

(5) 手続きにおける交渉の有無 無 
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13 公募開始から契約締結までの日程 

本業務に係る全体のスケジュールは下記のとおりである。ただし、都合により変更するこ 

とがある。 

 

 
 
14 業務委託の範囲 

本業務の範囲は別紙仕様書を基本とするが、美郷町の判断により、契約締結段階において、 

優先交渉権者の提案書の内容を追加等変更することがある。 
 

15 公正な業務提案の確保について 

業務提案参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 

54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

(1) 業務提案者は、業務提案に当っては、競争を制限する目的で他の業務提案者と提案内容 

に関する相談を行ってはならず、独自に業務提案書等を作成しなければならない。 

(2) 業務提案参加者は、委託候補者の決定前に、他の業務提案者に対して業務提案等を意図 

的に開示してはならない。 

(3) 業務提案者が連合し、又は不穏な行動をなすなどの場合においては、業務提案を公正に 

執行することができないと認められる場合は、当該業務提案参加者を業務提案に参加させ 

ず、又は業務提案の執行を延期し、もしくは取止めることがある。 
 

16 提出書類の取扱い 

提出書類は、次のように取り扱う。 

(1) 業務提案書類等の作成、及び応募等、本プロポーザル参加に要する経費は全て参加者の 

負担とする。 

(2) 提出された書類等は、返却しない。 
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1 公募開始（公募要領及び仕様書の公表） 令和元年 5月10日（金） 美郷町公式 HP 上

2 質問受付期限 令和元年 5月16日（木） 電子メールのみ受付

3 質問に対する回答 令和元年 5月20日（月） 美郷町公式 HP 上

2 参加申込書の提出期限 令和元年 5月23日（木） 持参又は郵送

5 参加資格審査結果通知 令和元年 5月27日（月） 書面

持参又は郵送

参加資格審査合格者

のみ提出可

7 技術審査会（審査・ヒアリング） 令和元年 6月25日（火） 参加資格審査合格者のみ

8 審査結果通知 令和元年 7月 1日（月） 書面

9 優先交渉権者との契約協議 令和元年 7月上旬

10 契約締結 令和元年 7月中旬

業務提案書の提出締切り6 令和元年 6月14日（金）



 

 
(3) 提出された書類等は、提出者に無断で本プロポーザル以外に使用しない。 

(4) 提出された書類等は、審査及び設計のために、その写しを作成し、使用することができ 

るものとする。 

(5) 本プロポーザルに係る提出書類について、当該書類の受理後においては、差替え、追加、削除 

等は一切認めない。ただし、町長が必要とする場合は、追加資料の提出を求める場合がある。 
 

17 情報公開及び取扱い 

選定結果については、美郷町ホームページ上で公開する。 

(1) 本業務の受託者となった者から提出された書類（業務提案書を含む）については、美郷町 

町情報公開条例に基づき開示する。 

(2) 本プロポーザルの実施に関する情報（参加者から提出された資料を含む）は、美郷町情 

報公開条例に基づき開示することがある。 
 

18 その他の留意事項 

(1) 次のいずれかに該当する場合は、本プロポーザルには参加できない。 

① 必要書類を提出期限までに提出しない場合 

② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

③ 本件に関して不正又は公正さを欠く行為等があった場合 

④ 参考見積額が、２に示す予算額の上限を超える場合 

(2) 提出書類の記載内容に関する責任は、提案者が負うものとする。 

(3) 本プロポーザルに要する費用は、参加申込者の負担とする。 

(4) 提出された書類は、返却しない。 

(4) 参加申込者は、審査の経緯及び結果について異議申し立てを行うことはできない。 

(5) 美郷町は、提出された提案書を提案者に無断で二次的に使用しない。 

(6) 契約者は、業務提案書に記載した配置予定担当者を本業務に配置すること。 

(7) 契約者は、重要な情報及び個人情報の取り扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、 

適切な管理能力を有していること。 
 

19 問い合わせ先 

美郷町建設課上下水道班 担当者：佐々木 

〒019－1541  秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙 170 番地 10 

電 話： 0187－84－4910 

ＦＡＸ： 0187－84－3886 

E-mail： kensetsu＠town.misato.akita.jp 
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別表 

 
※ 上記書類一式を製本（ホチキス留め不可）して、原本１部、写し５部を提出すること。 
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提出書類 様   式   等 提出部数等 

 

業務提案書 

一式 

業務提案書    （様式２） 

 

（紙媒体） 

原本    各１部 

写し    各５部 
 

（電子媒体） 

CD-R    １枚 

会社概要書     （様式３) 

同種業務実績書 （様式４） 

業務実施体制書 （様式５) 

・配置予定の管理技術者、照査技術者、担当技術者を 

記載のこと。 

・担当技術者は、実施する分担業務ごとに代表技術 

者を 1 名ずつ記載のこと。 

・品質管理及び情報保護対策における公的資格を記 

載のこと。また、記載した資格については証明書(写 

し)を添付のこと。 

配置予定技術者の経歴・実績書     （様式６） 

・有資格者は資格者証(写し)を添付のこと。 

業務提案書（指定様式なし） 

・原則Ａ４判 50ページ以内。文字サイズは、10.5 ポイ 

ント以上とする。 

・両面印刷不可。 

参考見積書 
・参考見積書(消費税等を含まない額を記載：様式８) 

・見積内訳書(上記見積書の内訳：指定様式なし) 

 

 

その他資料 

・提出要請書に対する意見、仕様書(案)等に示され 

る業務内容に対する代替案、追加提案等があれば提 

出のこと。 

返信用封筒 
最終審査結果通知用。返信用封筒に宛名を記入の上 

必要な郵便切手を貼付すること。 

 


